
 

 

今こそ地域に出る、地域を考える 

～福祉課題先進県で PSW の地域実践を考える～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日：2017 年 11 月 25 日（土）・26 日（日） 

場所：高知会館（高知市本町５-６-４２） 

主催：高知県精神保健福祉士協会 

   第 33 回中四国精神保健福祉士大会実行委員会 



 

 第 33 回中四国精神保健福祉士大会は、太平洋を臨む高知県で開催されます。 

今回の大会テーマは『今こそ地域に出る、地域を考える』としました。私たちＰＳＷは、一人ひ

とりの「生活」を通して「地域」の課題やニーズを見極め、日々の実践を評価し、それに基づいて

共に当事者の希望や幸せを実現するための地域づくりを展開していくことができているでしょう

か。今まで中四国大会に参加したことがない方も、今こそ中四国大会に出る、そこで共に考える機

会にしていきたいと考えております。懇親会ではおいしい料理、お酒でもてなしたいと考えており

ます。 

中四国のなかで一番アクセスがしにくい場所かもしれませんが、ぜひとも、わざわざ志国高知ま

で足をお運び頂き、一緒に有意義な 2 日間を過ごしませんか。皆様の参加をお待ちしております。 

大会長 上甲 尚之 

 

大会プログラム 

１１月２５日（土）  

9:30～10:00 プレ企画受付 

10:00～12:00 プレ企画（学生交流企画・ＡＳＷ協会共催企画） 

「ハマったら困るきね！依存について知ろう！」 

12:00～13:00 大会受付 

13:00～13:30 開会式 

13:30～15:00 基調講演 

 「今こそ地域を創る！-精神障害者の地域生活支援の未来を展望する-」 

15:00～15:15 休憩 

15:15～17:00 シンポジウム 

 「ＰＳＷによる地域生活支援を他職種の視点で再考する」 

１８：3０～ 懇親会 

 

１１月２６日（日） 

9:00～9:30 分科会受付 

9:30～11:45 分科会 

第１分科会「実践報告 地域を基盤とした精神保健福祉士の実践」 

第２分科会「実践報告 医療機関を起点とした精神保健福祉士の実践」 

第３分科会「地域移行推進」 

第４分科会「若手 PSW 企画」 

11:45～12:00 休憩 

12:00～12:30 閉会式 

13:30～15:00 各県連絡会（中四国連絡会） 

 

 



プレ企画   １１月２５日（土）１０：００～１２：００ 

「ハマったら困るきね！依存について知ろう！」（学生交流企画・ＡＳＷ協会共催企画） 

【対 象】 学生・若手 PSW  【定 員】30 名  【形 式】講義とグループワーク 

【講 師】朝比奈 寛正 氏（日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会 中国四国支部理事 

医療法人慈光会 岡豊病院：精神保健福祉士） 

【参加費】学生 500 円 ／ その他 1,000 円 

【内 容】 

アルコール・ギャンブル・薬物…意外と身近なものなんです。ソーシャルワーカーをする上で、知ってて

損はありません。当日は、回復者との交流もはかりながら、講義とグループワークを行います。若手（自分

はまだ若いよ、と思っている方、依存について興味がある方も大歓迎！）も学生も一緒に学びませんか？ 

 

基調講演   １１月２５日（土）１３：３０～１5：００ 

【演 題】「今こそ地域を創る！-精神障害者の地域生活支援の未来を展望する-」 

【講 師】岩上 洋一 氏（特定非営利活動法人じりつ 代表理事） 

【内 容】 

「地域移行支援」、「地域包括ケア」など精神障害のある人びとに対する支援施策が、行政主導で続々と生

み出され、精神保健福祉に係るサービス環境が刻々と変化する今日、PSW はどう当事者と向き合い、当事

者の暮らす地域と向き合えばよいのでしょうか？また、精神保健福祉法の改正等により、精神保健福祉士に

新たな役割が制度的に付託される中で、医療機関を実践フィールドとする PSW は、地域との関係をどのよ

うに築けばよいのでしょうか？激動の時代に、PSW は精神障害のある人もない人も暮らしやすい地域をど

のように創出したらよいのでしょうか？ 

この基調講演は、大会のテーマである「今こそ地域に出る、地域を考える」、その先に PSW は何を展望

すればよいのかを参加者一人ひとりが思慮するための機会となるよう、企画しました。埼玉県の埼葛北地域

をフィールドに、先駆的な実践とそのモデル化に取り組まれている岩上洋一さんをお招きし、精神障害のあ

る人の「いのち」、「くらし」、「いきざま」を基点とし、数々の地域生活支援プロジェクトを立ち上げ、新た

なコミュニティ創りに尽力されてきたこれまでの取り組みとその背景、そしてこれからの活動の展望と夢に

ついて語っていただきます。 

 

シンポジウム １１月２５日（土）１５：１５～１７：００ 

【テーマ】「ＰＳＷによる地域生活支援を他職種の視点で再考する」 

【シンポジスト（予定）】 

公文 一也 氏（安芸福祉保健所：作業療法士） 

西川 宏  氏（医療法人おくら会 訪問看護ステーションふじと 所長：看護師） 

  中越 太一 氏（社会福祉法人ファミーユ高知 障害福祉サービスセンターウェーブ：作業療法士） 

【座 長】林 恵 氏（社会医療法人近森会 近森病院 医療福祉部室長：医療ソーシャルワーカー） 

【内 容】 

 PSW の地域実践を各々の活動フィールドで実行する際には、精神保健福祉に係る他の専門職との地域を

基盤とした多職種連携協働（Interprofessional Work）による、統合的、包括的なアプローチを志向する

必要があります。本企画では、PSW が地域のなかで多職種間連携協働を図るための前提として、「他の専

門職者は、PSW にどのような活動を期待しているのか？」、「その期待に PSW は応えられているのか？」、

「PSW による地域での活動に対してどのような課題を認識しているか？」など、ＰＳＷの活動評価を他職

種より受けることで、地域実践に求められるＰＳＷの専門性を再考する機会とします。 



分科会 １１月２６日（日） 9：30～11：45 

第１分科会 

中四国各県協会会員による実践報告（4 題） 

【テーマ】「地域を基盤とした精神保健福祉士の実践」 

【座 長】詫間 佳子 氏（しょうがい者生活支援センターふらっと/香川県） 

【報告者】①「地域での暮らしを支える～精神保健福祉士の役割～」 

       河野 恵理奈 氏（社会福祉法人いわみ福祉会 地域生活支援センターらいふ/島根県） 

②「生活におけるリスクアセスメントと、クライエントの自己決定を考える」 

       荒内 佑輔 氏（地域活動支援センター ビ・フレディング/島根県） 

③「地域から必要とされる事業所に向けて」 

       井上 毅雄 氏（特定非営利活動法人ときわ 緑豊舎/山口県） 

④「精神障がい者交通運賃割引の活動の関わりを通して 

～ソーシャルアクションと県会での取り組み～」 

       津田 優 氏（NPO 法人ほっとねっと/愛媛県） 

     ※発表者・テーマ等が急遽変更になる可能性があります。ご了承下さい。 

第 2 分科会 

中四国各県協会会員による実践報告（4 題） 

【テーマ】「医療機関を起点とした精神保健福祉士の実践」 

【座 長】小谷 尚子氏（徳島県立中央病院/徳島県） 

【報告者】①「認知症病棟における退院促進からみた動向～新オレンジプランって？～」 

       船江 祥子 氏（医療法人養和会 養和病院/鳥取県） 

②「クリニックにおける PSW の存在意義についての考察」 

       石河 純子 氏（図子メンタルクリニック/香川県） 

③「当事者によるスタッフ研修及び医師養成研修の教育的意義とリカバリ」 

       内田 梓 氏（林道倫精神科神経科病院/岡山県） 

④「入院患者とピアサポーターとの交流会～入院患者の地域移行を見据えて～」 

       田岡 史光 氏（独立行政法人国立病院機構 賀茂精神医療センター/広島県） 

     ※発表者・テーマ等が急遽変更になる可能性があります。ご了承下さい。 

第 3 分科会 

【テーマ】地域移行推進 

【対 象】精神障害者の地域移行支援に関心のある方 

【定 員】８０名 【形 式】発表、演習形式 

【講 師】げきだん・はた 

【内 容】 

 高知県では高齢化、過疎化の進行により、地域の統合力、支援力の減退が進んでいます。そのため、精神

保健福祉士は、精神障害を持つ人をはじめ、福祉的課題を抱える人々の地域生活支援を展開する際に、様々

な課題とぶつかることになります。 

そこで、本分科会では、高知県西部において精神保健福祉士のみならず、多職種で、「みんなで！」を合

言葉に精神障害者の地域移行・地域定着支援について取り組みを行なっている「げきだん・はた」の活動、

啓発劇の発表を起点に、大会テーマでもある「地域移行」について、参加者が一体となってこれからの地域

支援、地域生活支援に係る実践課題や新たな知見を探っていきます。 

 



第４分科会 

【テーマ】『今』思い、考えること～吐き出そう心のモヤモヤ～ 

【対 象】実務経験１年目から５年目までの新人ＰＳＷ 

【定 員】５０名 【形 式】ワールド・カフェ形式 

【話題提供者】甲斐 恵梨香 氏（社会医療法人仁生会 細木ユニティ病院／高知県） 

田中 美波 氏（医療法人養生園 TAOKA こころの医療センター／徳島県） 

【内 容】 

 夢や希望を持って PSW になったものの、実際に現場に入ると「思うようにいかない。こんなはずではな

かった。」など、自分の思い描いていた PSW 像と現実の違いに困惑や葛藤を感じている人も多いのではな

いでしょうか。 

本分科会では新人ＰＳＷを対象に日頃現場で働くなかでの悩みや葛藤を気軽に語り合えるような研修を

企画しました。職場や県を超えて、同じ新人だからこそ共感できること、学べることも大いにあると思いま

す。なるべくリラックスした環境で語り合えるようにワールド・カフェを行います。明日以降の業務の活力

になったり、県内外の同じ新人同士で交流を深めたりできる良い機会になればと思いますので、ぜひみなさ

んの参加をお待ちしています。 

 

 

◆参加申込みおよび参加確認票 

大会専用 WEB サイトよりお申込みください。登録状況の確認やご変更・お取消しの場合もＷＥＢサイ

トからとなります。大会当日、参加登録確認書（参加登録・宿泊、懇親会）を印刷し必ずご持参の上、受

付窓口にてご提示ください。 

◆プレ企画について 

  プレ企画は学生及び若手 PSW を対象とした有料企画（定員有り）となっています。プレ企画終了後、

開会式までの間が昼食・休憩時間となりますが、会館内への持ち込みによる飲食はお断りさせていただい

ています。昼食は会館内レストランもしくは、会館外での飲食をお願いいたします。 

◆クロークについて 

  会場にて大きなお手荷物等をお預かりするクロークを用意しています。ただし、貴重品壊れ物等のお預

かりはお断りさせていただきますのでご了承ください。会場クロークの利用は 12:00 からを予定してい

ます。なお、プレ企画参加者におかれましては、プレ企画会場内に荷物置きスペースを設置しますのでそ

ちらをご利用ください。 

◆撮影・録音について 

  会場内の撮影・録音は、大会実行委員会が許可した方に限ります。その他の撮影・録音は固くお断りい

たします。許可のない撮影・録音行為が認められた場合、会場スタッフが記録媒体からのデータの消去等、

然るべき対応を取らせて頂きますことをご了承ください。 

◆駐車場について 

  大会参加にあたって駐車場の確保はございません。会場及び会場周辺の有料駐車場をご利用いただきま

すようよろしくお願い申し上げます。 

◆宿泊について 

  大会日程がカシオワールドオープンゴルフトーナメント（11/23～26 に高知県安芸郡芸西村で開催）

と重なっており、高知市内及びその周辺において宿泊先確保の困難が予想されます。大会参加登録と併せ

ての宿泊申し込みをお薦めいたします。 



第 33 回中四国精神保健福祉士大会高知県大会 懇親会企画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 33 回中四国精神保健福祉士大会実行委員会事務局 

住 所：〒781－0252 高知県高知市瀬戸東町３丁目 109番地 

てく・とこ・瀬戸 担当：浜田 

連絡先：TEL 088－842－8105 

FAX 088－841－2298  

協会 HP 

kochi-psw.com 

大会情報随時更新中！ 

～ここにしかない出会いがある～ 

懇親会では多くの方に【高知県】を見て･味わ

って･感じていただけるよう、よさこい踊りやお

楽しみ抽選会、交流会等、工夫を凝らしたイベン

トで皆様をおもてなしいたします。 

皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

一期一会 

～懇親会のご案内～ 

日時 平成 29 年 11 月 25 日（土） 

      開始時間 18 時半～（2 時間程度） 

場所 高知会館 白鳳の間 



①大会専用WEBサイトよりお申込みください。　申込締切　10月 31日（火）までにWEBサイトよりお申込ください。

申込み開始後、大会ＨＰ上でご案内致します。　（希望にそえない場合もございますのでご了承ください。）

②大会当日、参加登録確認書（参加登録・宿泊、懇親会）を印刷し必ずご持参の上、受付窓口にてご提示ください。

＊登録完了のメールを受信します。 ＊WEBより印刷してください。

③ご変更・お取消の場合も WEBサイトより登録をお願いいたします  　*お振込手数料はお客様ご負担にてお願い申し上げます。　

●予約内容確認方法　　　ご登録完了メールより “マイページログインＵＲＬ”　をクリックしてください。
                       　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　メールアドレスとパスワードを入力して “マイページ” にログインしてご確認ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※登録状況の変更もマイページより行います。　各自にて登録修正してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　参加登録確認書、お振込みの案内につきましては、マイページよりダウンロードしてご確認ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※個別の請求書が必要な方は、個別にてお申込みください。

１）　期　　　日　　　２０１７年１１月２５日（土）～２６日（日）

２）　会　　　場　　　高知会館（高知県高知市本町５丁目６−４２）　　☎088-823-7123

３）　申込方法　　　大会専用WEBサイトよりお申し込みください。　　＊高知県精神保健福祉士会　検索

                           URL:　http://kochi-psw.com

 　　　　　　　　　　　 一般：４,０００円（１日目のみ）、　　当事者・家族・学生：２,０００円（１日目のみ）                        

 　　　　　　　　　　　 プレ企画（学生）：５００円、　　プレ企画（精神保健福祉士）：1,０００円

注）　分科会について　

　　　２日目の分科会は全てWEB申込順の受付となりますので、希望者多数の場合は調整させていただく場合がございます。

１）　期　　　日　　　２０１７年１１月２５日（土）　１８：００ ～ ２０：００

２）　開催場所　　　高知会館　白鳳の間　（１日目メイン会場）

３）　参加費用　　　６,０００円　（先着１００名）

参加登録確認書をご持参申込締切日

４）　参加費用       各県協会員・本協会構成員：７,０００円、　　非会員（左記以外の精神保健福祉士資格取得者）：８，０００円

≪参加申込≫ ≪予約内容確認・請求内容≫ *マイページよりログイン後、メニュー
の中の請求書発行をクリックすると請
求額が表示されます。　ご請求額を
ご確認の上、所定の銀行口座へお
振り込み願います。　＊送金者のお
名前の前に受付番号No５ケタを明記
ください。

参　加　登　録
登録内容をご確認ください

「第３３回　中四国精神保健福祉士大会」　 高知大会　参加登録（参加登録・宿泊・懇親会）のご案内

２０１７年１１月２５日（土）～２６日（日）に 高知市にて『第33回 中四国精神保健福祉士大会』が開催されますことを心よりお慶び申し上げ

ます。 各地より大会にご参加されます皆様方の参加登録・懇親会・宿泊のお申し込み受付を ㈱フジトラベルサービス ＥＣ団体旅行愛媛営業

部にて承ることとなりましたので、下記の内容にてご案内申し上げます。

尚、参加登録（申込）は、　10月31日（火）までにご登録いただきますようお願い申し上げます。

専用WEBにて申込み 　　10月 31日（火）

２．参加登録のご案内 

３．懇親会のご案内　※参加費用はお一人様あたりです。

４．登録料について

１．お申込方法

●手続きの流れ ≪お支払について≫

● 登録料（参加お申込み１名につき） ・・・  お一人様￥５４０円申し受けます 
 ※ 参加申し込み締切後の取消の場合、登録料は申し受けますので予めご了承ください。 



●宿泊代金と利用ホテル一覧　（下記料金は、お一人様１泊朝食付、税金・サービス料込の料金です）

1

2

3

4

5

※客室数には、限りがございます。　　先着順となりますので、ご了承くださいませ。

※宿泊は、（株）フジトラベルサービスが企画・実施する募集型企画旅行となります。
※各宿泊施設の駐車場については、有料となり先着順および予約制（各自にて施設とご相談ください）となります。

ご入金先のご案内　 注）振込手数料は、お客様負担にてお願いいたします。　予めご了承ください

※ 銀行振込は、　“マイページログインＵＲＬ”よりメニューの請求書をご覧いただき、所定の期日　１０月３１日（火）までにお振込ください。

●取消料一覧（大会参加・懇親会・宿泊）利用の場合

　　 ①各自にて登録完了メールの “マイページログインＵＲＬ”より、参加登録確認書をダウンロードし、プリントアウト（印刷）を大会当日ご持参ください。　　
②大会専用WEBより宿泊をお申し込みの方については、宿泊当日、各宿泊施設フロントにて直接お名前を申し付けチェックインしてください。

　　 宿泊領収書が必要な方は、下記までご連絡ください。　　大会開催中または大会終了後、お渡しいたします。

担当　：　武市、福山　 観光庁長官登録旅行業895号

〒790-0065　愛媛県松山市宮西一丁目5-10　フジグラン松山別棟2Ｆ

TEL：０８９－９４７－８７８０　FAX：０８９－９４７－２２６２
◆営業時間/午前９：００～午後１７：４０　　◆定休日／土・日曜、祝日 　　　ＥＣ団体旅行 愛媛営業部
◆旅行お取り扱い/　株式会社フジトラベルサービス　ＥＣ団体旅行愛媛営業部 （社）日本旅行業協会正会員 旅行業公正取引協議会会員

担当：　武市　　　　　　　　　　　　インターネットＨＰ：http://www.fj-t.jp/
総合旅行業務取扱管理者：　福山　正治

　【第33回　中四国精神保健福祉士大会　高知大会　受付デスク係】

大会参加 無  　料 全　　額

懇親会 無  　料 全　　額

宿　泊 無  　料 全　　額

●確認書（チケット）発送について   *送付するチケット類はございません。

●領収書（宿泊）について

６．お支払い・取消料について

●お支払い方法

振込先 伊予銀行　　本店営業部　　普通　　３９７０７９３　　名義：（株）フジトラベルサービス

取消日
ご利用日の前日から起算してさかのぼって

７日前～当日まで 旅行開始後の取消し・無連絡
２１日前まで ２０日前～８日前まで

繁
華
街

周
辺 ウェルカムホテル高知 ¥6,000 - 1泊朝食付

高
知
駅

周
辺 高知龍馬ホテル ¥7,000 - 1泊朝食付

会場まで　徒歩３分

高知会館 ¥8,000 ¥8,000 1泊朝食付 大会　会場

オリエントホテル高知 ¥9,000 ¥8,000 1泊朝食付

地
区

№ 宿 泊 施 設 名

宿泊代金（お一人様）

◆交通のご案内◆タイプ／洋室
食事条件

シングル ツイン　2名利用

会場まで　徒歩７分

５．宿泊のご案内 / 宿泊日　：　２０１７年１１月２４日（金）・２５日(土)

大
会
会
場

周
辺

高知サンライズホテル ¥10,000 - 1泊朝食付

 ※ 参加申し込み締切後の取消の場合、登録料は申し受けますので予めご了承ください。 

旅行企画・実施 



1

2

3

4

5

高知会館

オリエントホテル高知

高知サンライズホテル

ウェルカムホテル高知

高知龍馬ホテル

所在地： 〒780-0870 高知県高知市本町５丁目６−４２
電話： 088-823-7123

所在地： 〒780-0861 高知県高知市升形5−37
電話： 0120-134-351

所在地： 〒780-0870 高知県高知市本町２丁目２−３１
電話： 088-822-1281

所在地： 〒780-0842 高知県高知市追手筋１丁目８−２５
電話： 088-823-3555

所在地： 〒780-0056 高知県高知市北本町２丁目３−４
電話： 088-882-5557

会場


